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今週の例会プログラム

次回例会予定

２０２１年 7 月 8 日（木） 第 2479 回例会
新年度方針
会長 浦 収 会員

２０２１年 7 月 15 日（木） 第 2480 回例会
卓話 上島一彦 会員

◆前回例会◆
2021 年 6 月 24 日（第 2478 回例会）
移動例会 箕面メイプルホール内講義室にて
（出席報告）
会員数 27 名
出席者 15 名
出席率 62.5％
ゲスト イアン パンニャー様（米山奨学生）
◆会長挨拶◆

河野

優作

4 月 25 日より発令された緊急事態宣言により、4 月
15 日の移動例会を最後に、約 2 か月ぶりの例会となり
ます。大阪府での緊急事態宣言は昨年度末に 1 度目
が 4 月 7 日～5 月 21 日迄の 49 日間、2 度目が翌年、
令和 3 年 1 月 13 日～2 月 28 日迄の 47 日間、そし
て 3 度目が 4 月 25 日～6 月 20 日迄、58 日間となり、
今年度に限りましても 105 日間、約 1 年の 3 分の 1 ほ
どが緊急事態宣言による制限下の状況でありました。
未だ現在も、まん延防止重点措置の制限が掛かって
おります。ですが明るい情報として大阪府では 65 歳以
上の方のワクチン接種率が 40％を超えるなど連日、大
幅に増加しております。この状況が続き収束に向かっ
て欲しいのですが、7 月 23 日より予定されるオリンピッ
クによる感染拡大のリスクへの懸念も根強く残っており
ます。まだ、コロナによる影響はしばらく続きそうです。
今一度、引き続きの感染対策の徹底をよろしくお願い
致します。後程、お時間を取らせていただきますので
簡単ではありますが本日の会長挨拶とさせいただきま
す。

１ 真実かどうか

◆幹事報告◆

前田

次回例会予定
２０２１年５月２０日（木） 第 2473 回例会

建司

・6/21 50 周年記念事業モニュメント写真撮影
報告
・箕面観光 豊嶋様の人事異動に伴い、浜地様加入
・箕面観光ホテルの営業日について
→7 月 2 日までは金、土、日の営業
・箕面まつり 中止
・箕面ロータリー杯野球大会中止（6 月）
・あかつき納涼祭 中止（8 月下旬）
・ロータリー米山記念奨学会より 2022 学年度の地
区別奨学生割当数が発表になり、当地区の割り当
て数は 52 名で全国 34 地区の中で第 2650 地区に
並び一番多い割当数となりました。当地区が全国
一位になったことは 1967 年の財団設立以来、初
めてのことです。また米山奨学生カウンセラーの
木村知也会員には、例会休会時も毎月イアン君に
奨学金を手渡し頂くなど、大変お世話になりまし
た。次年度も引き続きご担当下さいます。これか
らもよろしくお願いいたします。

4 つのテスト 言行はこれに照らしてから
２ みんなに公平か
３ 好意と友情を深めるか
４ みんなのためになるかどうか
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～前田幹事ご挨拶～
今年度を振り返りまして、皆様には大変ご心配をおかけ
した年となりました。私は健康に過ごすことが出来ました
が、ロータリー活動はほとんど出来ませんでした。申し訳
ございませんでした。そんな状況でありましたが、こうし
て月に一度でも皆様と顔を合わせて元気そうなお顔を見た
り、会員とプライベートでゴルフをしたりと楽しく過ごし
たと感じております。コロナ禍でありますが、ロータリー
ライフを楽しみながら、緊張しながら、人に迷惑をかけな
いで、また 4 つのテストに身を照らしながら生活していく
ことが大切なのかなと思います。私は何も出来ませんでし
たが、次の年度に期待し、そしてこのコロナが１日も早く
終息するように願っております。皆さんで力を合わせて、
何かできることは必ずあると思いますので、コロナ禍明け
の新しい生活を考えながら頑張ってまいりたいと思ってお
ります。今年度はたった 15 回の例会数で、皆様とお顔を合
わしたのは 10 回にも満たないかもしれません。短い時間と

◆ＳＡＡ報告◆
ＳＡＡ代行
片山 秀樹
ニコニコ
川端崇且会員：お久し振りです
河野優作会員：1 年間ありがとうございました
前田建司会員：皆様、今年は何のお役にも立てませんでし
た。今日で終わりです。ありがとうござい
ました
芝野弘三郎会員：会長・幹事、大変な一年間でしたがお疲
れ様でした。親睦活動委員会も何もでき
ずお詫び申し上げます
高橋太朗会員：一年間お疲れ様でした
黄堂泰昌会員：河野会長、前田幹事ご苦労様でした
片山秀樹会員：河野会長、前田幹事 コロナ禍での 1 年間
ありがとうございました。コロナ退散を願
うばかりです
水島教絵会員：お久し振りです。二男も部屋中うろうろと
歩きまわれるようになりました
青 敬祐会員、山本貴雄会員、西脇悟会員、浦収会員

なりましたが、1 年間本当にありがとうございました。
◆2021-22 年度幹事報告◆

山本

貴雄

・次年度会費について
・第 1 回目例会について

ロータリー財団

7 月 8 日（木）18：30～
箕面観光ホテル

例会場にて

・次年度クラブ現況の原稿提出のお願い
・箕面まつり

米山奨学会
高橋太朗会員、黄堂泰昌会員、芝野弘三郎会員、浦収会員
青敬祐会員、片山秀樹会員、河野優作会員、西脇悟会員
前田建司会員、山本貴雄会員

青敬祐会員、浦収会員、山本貴雄会員、高橋太朗会員
芝野弘三郎会員、黄堂泰昌会員、前田建司会員、
片山秀樹会員、河野優作会員、西脇悟会員

中止

・あかつき納涼祭

中止

～ご挨拶～
皆様、こんばんは。次年度幹事を務めさせていただきま

◆お誕生日お祝い（5 月・6 月）◆
５月 ２日 石原孝男会員
１８日 岡内重信会員
６月 ５日 木村貞樹会員

す山本です。どうぞよろしくお願いいたします。このよう
な立場になるのはまだ先の事だと思っておりました。若い

☆皆様、おめでとうございます☆

という事で甘えていたところがあったかと思いますが、こ
の様な役割をいただきましたことで考えさせられることも

◆河野優作会員、第 2 子ご誕生◆

ありました。この 1 年、皆様のためにしっかり頑張ってい
こうと思っておりますのでよろしくお願いいたします。

☆おめでとうございます☆

１ 真実かどうか
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委員長

黄堂

泰昌

6 月 21 日、緊急事態宣言解除を以

◆国際奉仕委員会◆

委員長

西宮

富夫

1. 2019 年多様性・公平さ・開放性に関する声明採択

って、延期続きでした 50 周年記念モ

ロータリーは、さまざまな人が参加できる開放的な組

ニュメントの除幕披露が行われまし

織、すべての人に公平で、善意を築き、社会に役だつ組

た。

織づくりに努めています。この目標を実現するため、2019

上島箕面市長をはじめ箕面市関係
者、河野会長の立会いのもと、簡素
な写真撮影のみでしたが、好天の下、

年 RI 理事会は、
「多様性 D、公平さ E、開放性 I に関する
声明」を採択しました。
その 1 年後、
「DEI タスクフォース」が設置され、最初

ステンレスの鏡面が周辺の施設と青

のステップとして現状を理解するためのアンケート調査

空を映す姿に、地域に溶け込む道標として、箕面ロータ

を実施することとなり、無作為で選ばれたロータリー会

リーの名前と共に多くの人に愛されていくモニュメント

員にアンケートが送られました。その調査結果は DEI を

になると確信しました。

ロータリーの文化の重要な一部とするための行動計画策

作者の植松さん、企画にあたっては終始アドバイスを

定に活用されるとのことです。

頂きました倉田前箕面市長、箕面市との交渉役の木村貞
基会員、箕面市の関係ご担当の皆様、そして箕面 RC の会

2. DEI タスクフォースからアンケート

員諸氏のこれまでのご協力に改めて御礼申し上げます。

2021 年 3 月 Rotary DEI Task Force Chair より私宛に

足掛け 4 年という予想外の長丁場の 50 周年事業ではあ

アンケートがメールで届きました。内容は、基本的にク

りましたが、ここに完了いたしましたことをご報告いた

ラブや地区などで顕著な開放的または顕著な排他的態

します。感謝！

度・言動を見たり、体験したことがあるか、を尋ねるも
の。
ところが、その中に DEI についてクラブや国際ロータ
リー（RI）が取ることができる行動や対策の具体的なア
イデアがあれば、記入してくださいとの問いがありまし
た。私の回答は以下の通り。
『寄付の多様性を推奨すべき：ロータリー会員は入会後
まずはクラブが推奨する団体へ寄付するが、慣れてくる
と「寄付は社会奉仕活動」であるので「寄付を特定目的
に活用する団体」へ寄付を希望することも当然ある。そ
の場合「ロータリアン+会員名」で寄付してもらい、場合
によっては RI がそれらの寄付を集約できれば、ロータリ
アンの奉仕活動として把握でき、RI の活動とすることが
できる。RI は TRF（ロータリー財団）以外にも積極的に
他団体へロータリアンとして寄付するように推奨すべ
き。』
以上

１ 真実かどうか
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会長

河野

優作

徐々に移行し普及していくものでした。しかし、コロ
ナ流行により、私たちはライフスタイルや働き方など

今から約２年前、不安と重

の急激な変化を余儀なくされました。外出自粛要請に

圧、希望が混在する中、会長

おける家庭で過ごす時間の増加、デリバリーやテイク

エレクトとして今年度の準

アウトの需要が増したことに代表される消費傾向の変

備に取り組んでおりました。

化、オンライン飲み会やリモートによる仕事や授業、

それから半年が経ち、いよい

感染につながるような対人との接触を避けるためソー

よあと半年で会長年度が始

シャルディスタンスの確保、外出時は人と会話するシ

まるという時に日本でも新

チュエーションがないとしてもマスクを着用すること

型コロナウイルス感染者が

など、様々な面において変化しました。しかしこれら

確認され、様々な研修等が中

のことはコロナが流行しなくてもそのうちに起こる

止となり PETS や地区研修協

変化でそれが急速に起こったものであるものとも考え

議会もビデオ配信、又はオン

られます。また反対に当たり前なのですが日々の体調

ラインでの配信で行われました。このような状況で始ま

の管理や対面でのコミュニケーションの重要性などが

った 2020-2021 年度はコロナで始まりコロナで終わった

明確になったと思います。

年であったと思います。

ロータリーにおいて変えてはならないものは奉仕の
理念です。奉仕の理念は例会において研鑽し、事実上

米ジョンズ・ホプキンス大学の集計によると世界の新

の発想の交換を通じることで職業奉仕の理念を学び、

型コロナウイルス感染者は 6 月 23 日時点で 1 億 7920 万

その結果として自己改善、意識の変化と言った効果を

人、インドでは 22 日 5 万 1 千人の新規感染が確認され、

得られることが出来ると思います。また職業奉仕とは

累計の感染者数は 3003 万人となりました。
感染者が 3000

企業経営の理念であり自らの利益のみを優先するので

万人を超えるのは米国に次いで 2 か国目となります。イ

はなく自らの職業を通じて社会に奉仕することによっ

ンドでは、変異株の爆発的流行で 5 月初旬には 1 日当た

て、その成果として継続的な利益が得られるというこ

り 40 万人を超す陽性確認がありましたが、直近では 5～

と、ここにロータリーの本質、変えてはならないもの

6 万人と漸減しております。世界最大の感染国である米

があると思います。そのような本質を大切にした上で、

国は累計 3356 万人で、直近では 1 日当たりの新規感染者

現在、ロータリーは時代に合わせて大きく変化しよう

数が 1 万人前後となっております。

としています。ポール・ハリスの言葉に「世界は常に
変化して行く…ロータリーの物語は幾度も書き換えな

２年越しのコロナ禍の中、クラブとしてどのように安

ければならない」というものがあります、これはロー

心、安全な例会運営を行っていくかということが最大の

タリーの奉仕の哲学を以て、日々変化する社会の要請

課題でありました。しかしながら緊急事態宣言やまん延

に対応し、それに応えなければならないという意味で

防止措置などが矢継ぎ早に発出され、例会自体の休会が

す。今年度、経験したオンラインでの理事、役員会な

余儀なくされてしまいました。例会やクラブ事業、奉仕

どを通常の形とするなど新しい活動方式や機会を提供

活動等が全く出来ていない状況の中で会員皆様の連帯感

していくために今年度の経験を活用できたらと思いま

も少しずつ薄れていく気がしました。会員の皆様には申

す。

し訳ない気持ちでいっぱいです。人は活動を共にするこ
とで

やりがいや達成感、そして連帯感が生まれくるも

コロナ禍の状況からはまだしばらくは抜け出せそう

のだと思います。クラブの現状維持は維持ではなく後退

にありません。先ほど申し上げました、ロータリーの

であるということを強く感じました。また例会の重要性、

理念を実践する為にも自分や組織の中で判断基準や行

日々の奉仕活動継続の重要性、会員同士の親睦の重要性

動原則を持ち、それに基づいて行動し、試行し検証を

を改めて感じる一年でした。

行うことが重要であると思います。そしてその個人、
組織の行動の積み重ねの経験が社会の要請に対応でき

コロナ禍で人々は多くの問題、課題を抱えたと思いま

る手段となっていくのではないかと思っております。

す、その中で｢本当に必要なもの｣と｢そうでないもの｣が
はっきりと分かってしまったことがあるのではないかと

最後になりますがこの一年の間、計画していた事業

思います。新型コロナ流行以前は、｢社会全体の仕組みが

はほとんど中止となり、また地区行事や対外活動も中

かわる｣という大きさの大きな変化は、数年かけて

止、もしくは、オンライン上での開催となるなか会長

１ 真実かどうか

4 つのテスト 言行はこれに照らしてから
２ みんなに公平か
３ 好意と友情を深めるか
４ みんなのためになるかどうか
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としての役目は十分ではなかったと思いますが私自身、

◆会長エレクトご挨拶◆

浦

収

できることは精一杯、取り組んでまいりました。
皆様
会長として至らぬ点も多々あったとは思いますが、
理事・役員の皆様、会員の皆様、事務局永島様、そし

こんばんは。来期会長を務め

させていただきます浦です。どうぞ
よろしくお願いいたします

て前田幹事のお力添えがあったからこそ、この一年間、
務められたと感謝しております。また、例会数も限ら

来期 RI 会長はシェカール・メータ

れた中でも会員の皆様には各奉仕金に多くのご協力頂

さんです。来期 RI 会長テーマは

きありがとうございました。今後とも箕面ロータリー

『 SERVE

の発展に微力ながら貢献したいと思っておりますので

～奉仕しよう

引き続きよろしくお願いいたします。

かにするために～でありますが、私は、今期の箕面ロータ

一年間、本当にありがとうございました。

リークラブ活動において、テーマを持ってやっていきたい

TO

CHANGE

LIVES 』

みんなの人生をゆた

と思っております。そのテーマは『変わらないもの・変え
◆会長・幹事へ記念品贈呈◆

てはいけないもの』です。
劇的な変化を余儀なくされた昨年度から今年度でした。
そこから元に戻らないものもあります。またコロナ禍を省
いたとしても、時代の動きが早く、我々は速い変化に追い
立てられながら日々を過ごしております。我々が生きる高
度情報化社会の中で、情報が押し寄せ、溢れておりその渦
に巻き込まれている状況です。
私自身は人生において、そんなに沢山の情報は必要ない
と考えております。自分に必要な情報は限られていて、そ
れだけはきっちりと消化していかなければならないと思っ
ております。
この変化の激しい時代だからこそ、変わらないものとは
何か、例えばロータリークラブの例会は変わらないもので
あり、変えてはいけないものだと思っております。会員の
皆様が箕面ロータリーの例会おいて、変わらないもの・変

◆ゴング引渡し式◆

えてはいけないものはなんだろうか、ということを振り返
ってお考えていただける機会にしていただければと考えて
います。
昨年度から今年度にかけて、様々なことからディフェン
スの立場で過ごしてこられたかと思います。これからは防
御しつつも反転攻勢にでる構えを取っておかなければいけ
ない、その様なイメージを持っております。木曜日の例会
も休会ばかりで、例会がないことが普通となってしまって
おります。それを少しづつ、コロナ禍以前の状態に戻して
いきたい。そのために攻めていくぞ、という構えを皆様の
中でも持っていただきたいと思っております。
また、私が出来ることとして、会員を何名か増やすこと
を考えております。これは私が得意な分野と自負しており
ますので、私の会長年度で是非とも実現させたいと思いま
す。
『変わらないもの・変えてはいけないもの』を考えなが
ら、微力ではありますが、ロータリー活動を取り戻せるよ
う頑張っていきたいと思いますので、何卒よろしくお願い
いたします。

１ 真実かどうか

4 つのテスト 言行はこれに照らしてから
２ みんなに公平か
３ 好意と友情を深めるか
４ みんなのためになるかどうか

